
算 数 科 学 習 指 導 案
平成 28年 11月 2日（水）第 5校時

4年 指導者 じっくりコース（４年 B組教室）上原 千春

しっかりコース（４年 A組教室）降幡 茂美

ばっちりコース（第 1 学習室）鬼形 浩

１ 単元名 面積「広さの表し方を考えよう」

２ 考察

（１）教材観

小学校学習指導要領では以下のように記されている。

第４学年【Ｂ 量と測定】

Ｂ（１） 面積の単位と測定

（７）面積について単位と測定の意味を理解し、面積を計算によって求めることができるように

する。

ア 面積の単位（平方センチメートル（㎠）、平方メートル（㎡）、平方キロメートル（㎢））

について知ること。

イ 正方形及び長方形の面積の求め方を考えること。

〔算数的活動〕（１）

イ 長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を、具体物を用いたり、言葉、数、式、図を用

いたりして考え、説明する活動。

ウ 身の回りにあるものの面積を実際に測定する活動

（内容の取り扱い）

（５）内容の「Ｂ量と測定」の（１）のアについては、アール（ａ）、ヘクタール（㏊）の単位に

ついても触れるものとする。

第１学年では、量と測定の基礎として、大きさを直接比較したり、間接比較したりすること、身の

回りにあるものの大きさを任意単位として、そのいくつ分で表すことを学習した。さらに第２、第３

学年では、長さについて普遍単位の意味と単位間の関係、長さの単位を用いた測定を経験してきてい

る。第４学年では、それらの学習の積み重ねを生かして、面積についての単位と測定の意味を理解し、

正方形及び長方形の面積の求め方について考え、それらを用いることができるようにする。なお、日

常語としての広い、狭いという言葉は、「道幅が広い（狭い）」などと用いられることがあり、必ずし

も面積の大小を意味しているわけではないことに注意する。

また、今までに指導してきた量は、計器を用いて測定してきた。しかし面積は、計器を用いて測定

するのではなく、辺の長さなどを用いて計算によって求めることに注意する。

本単元では、まず長方形と正方形の広さ比べについて、児童にその方法を考えさせる。問題解決を

通して、前述した学習経験や既習内容を想起させ、単位面積を使って広さを数値化する必要性や有用

性に気づかせる。その上で面積を表す普遍単位として「㎠」を導入する。

長方形や正方形の面積が、単位面積１㎠の正方形いくつ分になるかを考えたとき、辺の長さが cm
で表されているならば、面積は「縦の長さ×横の長さ」で求めることができる。そのことを、具体的

な図をもとに児童自らが説明する活動を行い、求積公式を導きだすように指導していく。

さらに、公式をもとに、長方形を組み合わせた図形の面積を、長方形に分割して求めたり、大きな

長方形から小さな長方形をひいた図形とみなして求めたりする活動を行う。複合図形を正方形や長方

形の求積公式を活用できる形に見立てる思考の柔軟性や、また、その考え方や見方について筋道をた



てて説明しようとする態度を育てることが重要となる。

平方メートル（㎡）、平方キロメートル（㎢）、アール（ａ）、ヘクタール（㏊）などの大きな面積

の単位の導入にあたっては、小さい単位では適切な数値で表せる範囲に限界があることに気づかせ、

大きな単位の必要性を感じさせたうえで新しい単位を知らせていく。また、その広さを実際に体験し

たり、測定するなどの活動を通して、その面積に対する量感を育てる必要がある。それらの学習過程

をふませることによって、児童自身がこれらの単位を扱うときに、数値化したい対象の大きさによっ

て適切な単位を選択して用いることができるようになる。単位となる面積を正方形で表し、その１辺

の長さの関係と面積の関係を表などにまとめる活動を行い確実に理解させる。

（２）教材の系統

１年 10 ながさくらべとひろ ４年10 面積（本単元） ５年 4 体積

さくらべ ・面積の概念と測定の意味 ・体積の概念と測定の意味

・長さの直接比較、間接比較 ・面積の単位㎠、㎡、㎢、ａ、 ・直方体、立方体の求積と公

と広さの直接比較 ㏊と単位の相互関係 式

・任意単位を用いた長さ、広 ・長方形、正方形の求積と公 ・複合図形の求積（体積）

さの数値化による比較 式 ・直方体の高さと体積の変わ

・複合図形の求積（面積） り方

・体積の単位㎤、㎥と単位の

２年 5 長さのたんい ２年 10 三角形と四角形 相互関係

・長さの測定と単位の意味 ・長方形、正方形、直角三角 ・容積の意味と求積

・長さの単位 cm、mm と単 形の概念と弁別、かき方 ・水の体積Ｌとほかの単位と

位間の関係（1cm＝ 10mm） ・正方形、長方形、直角三角 の相互関係

・30cmものさしによる測定 形のしきつめ

・長さの加減の計算（cm 単 ５年 16 四角形と三角形の面
位） 積

・平行四辺形や三角形、台形、

２年 13 長いものの長さの ひし形の面積の求め方と求

たんい 積公式

・長さの単位 m と単位間の ・平行四辺形の底辺・高さと

関係（1m＝ 100cm） 面積の変わり方

・1mものさしによる測定
・長さの加減の計算（m、cm ６年 7 角柱と円柱の体積

単位） ・「底面積」の用語と意味

・角柱、円柱の求積と公式

３年 10 長さ

・巻き尺の使い方と測定

・長さの単位 km と単位間の
関係（1km＝ 1000m）

・長さの加減の計算（km、m
単位）

３ 目標

正方形や長方形の面積についてその単位と測定の意味を理解し、面積を計算によって求めることが

できる。



４ 評価規準

おおむね満足できる状況

算数への関心・意 面積の大きさを数値化する意義や求め方について関心をもち、日常生活や

欲・態度 ほかの学習に進んでそれらを活用しようとする意欲を持つ。

数学的な考え方 長方形や正方形などの面積が単位面積のいくつ分にあたるかを求める方法

を図や数、式などを用いて表し、それらを求積公式としてまとめて適用し

ようとする。また、長方形を組み合わせた複合図形の面積の求め方を長方

形や正方形の求積公式をもとにして、図や式などを用いて説明する。

数量や図形について 長方形、正方形の求積方法やいろいろな面積の単位を適切に用いて、図形

の技能 や身のまわりのものの面積を実際に測定することができる。

数量や図形について いろいろな面積の単位として、「㎠」、「㎡」、「㎢」、「ａ」、「㏊」があるこ

の知識・理解 とを知り、それぞれの大きさの関係や、測定する対象に合わせて適切な単

位があることを理解する。

５ 指導方針

※コースごとに後述

６ 校内研修とのかかわり

本校の校内研究主題は、『自ら課題を解決する児童の育成』である。また、学力向上をねらいとして

授業改善を目指す中で、「習得した知識・技能を活用する力をはぐくむノート指導の工夫」を副主題に

定めて研修に取り組んでいる。そこで、本校では１単位時間の学習活動を「めあて」「見通し」「自力

解決」「集団解決」「まとめ」「振り返り」をキーワードとして組み立て、ノート指導に力を入れている。

この学習活動について教師全体で共通理解を図り、日常の授業で実践していくことによって、児童が

既習の知識・技能を活用しようとする態度や学び方を身に付けることができると考える。

この学習活動を促すには課題解決の見通しをもつ場において、学習を振り返ったり、既習の知識・

技能を活用するような算数的活動を設定したりすることが必要である。本単元の導入第１時では、花

壇の広さ比べの指導において、既習事項である長さ、かさ、重さの比べ方を思い出させながら直接比

較、間接比較、任意単位によるいくつ分による比較などを行ったうえで、普遍単位の指導につなげて

いく。また、第５時の指導では、長方形の面積を求める公式をもとにして複合図形の求積を様々な方

法で考える。既習事項を活用して、自分なりに課題解決の見通しをもって自力解決していくこの学習

活動は、自分で課題を解決したという達成感や充実感が得られ、学ぶ意欲を高め、本校が目指す「自

ら課題を解決する児童の育成」につながるものであると考える。

また、児童の思考の流れや学習活動を追究する際の評価として児童のノートに視点を当てているが、

本単元では、長方形や正方形の面積を１㎠のいくつ分で表すことや、長方形や正方形の面積を求める

公式など、ノートに書き残された既習事項を振り返る活動や自分や友だちの考え方を記録することで、

思考の流れを整理し、自力解決のための手立てとしたい。これは、児童の学びの軌跡であるノートの

在り方を、習得した知識・技能を活用する力をはぐくむ視点から追究し、「習得した知識技能を活用す

る力をはぐくむノート指導の工夫」という研究副主題に迫るものである。

なお、本単元では指導体制の工夫として、習熟度別によるコース学習を取り入れる。児童の実態に

合わせた学習活動を設定し、児童主体の学習活動が展開でき、きめ細かな少人数指導をすることによ

り「自ら課題を解決する児童の育成」に迫りたいと考える。











＜じっくりコース＞
於：４年Ｂ組 指導者 上原千春

授業の視点

長方形を組み合わせた図形の面積を求め見通しをもたせる場面で、求積に必要な既習事項を問

いかけたり、長方形にするために必要な補助線のひき方を話し合わせたりすることは、求積方法

を見いだしたり、説明したりするのに有効であろう。

１ 指導方針

○授業の導入では、自分の考えをもてるようにするため、前時までの既習事項であるノートを意図的

に活用する。

○児童が自分自身で課題解決できるようにしていくため、授業のめあては児童の言葉を使って明確に

提示する。

○学習の流れが分かり、児童自ら活用できるノート作りのため、板書は児童のノートと同じ書き方を

する。

○複合図形の面積を求める場面では、必要な補助線のひき方を話し合わせるなど、長方形部分に着目

させる場を設定する。

○長方形に着目して面積を求めるため、方眼を使って１㎠を数える方法は行わないよう伝える。

○計算の苦手意識を軽減するため、求積の立式の際には、一つの式にこだわらないよう配慮する。

○㎡、㎢、a、㏊などの大きな面積の単位を的確に理解できるようにするため、長さの単位について十

分復習しておく。

○各授業の集団解決の場で児童が考えを広げたり、深めたりできるようにするため、ＩＣＴ（書画カ

メラ）を活用し、模範となる児童のノートの記述を生かした発表の場を設定する。

○授業の最後には「振り返り」を書く場を設定し、自己評価・相互評価をするとともに、学習したこ

とをどんな場面で生かすことができるか考えさせ、学習意欲を高めるきっかけとしていく。

２ 本時の学習（5/12時）

（１）ねらい 長方形の求積公式を活用し、複合図形の面積を工夫して求め、図や式、言葉を用いて

説明することができる。

（２）準備 複合図形の拡大図、児童用複合図形、書画カメラ、適用問題の図形の拡大図

（３）展開

学習活動 時 ○指導上の留意点 評価項目

・予想される児童の反応 間 □支援 （評価方法）

１ 前時までの学習を振り返 ○教科書は閉じて学習に入る。

る。 12× 10=120

・長方形や正方形の面積は 12㎝ A 120㎠

公式を使って求めた。

10㎝



２ 本時の学習課題を把握 問題

する。 8

・長方形でも正方形でも

ない。

・こんな形の面積の公式 分

はない。

・欠けているところを足

せば長方形になりそう

だ。

３ 本時のめあてをたてる。 めあて

・ のような形の面積を のような形の面積はどうしたら求めら

考える。 れるでしょう。

４ 見通しをもつ。 □前時までの長方形や正方形の求め方を振り返

・補助線を引けば知って ることによって、既習の求積公式を活用して

いる図形（長方形・正 7 立式につなげられるようにする。

方形）になりそうだ。 □階段型の図形を長方形に分割するイメージ

・長方形にすれば計算で がもてない児童には、板書を写して作図さ

きる。 分 せて、見通しをもたせるようにする。

・面積は 120 ㎠より小さく ○補助線を引くことで、既習の求積公式が活用

なる。 できるようにする。

５ 自力解決をする。 ○図形シールをノートに貼り、図に補助線をか

（面積を求める式や答え、 き入れ式を書いて面積を求め、求め方の説明

考え方を書く） を言葉で書くことを確認する。

・大きな長方形から小さい ○補助線に照らし合わせ、ノートに式をかか

長方形の面積をひく。 せる。

・２つの長方形に分ける。 5 □立式に戸惑っている児童には、図に線をかき

（縦分け・横分け） 入れて２つの長方形に分けることを助言する。

・３つの長方形に分ける。 分 □たし算を使って２つのやり方で求められた児

童には、ひき算での求め方を考えるように促

す。

□〔考え方（方法）〕を書くときは、短い言葉

で 説明するよう助言する。

６ 自分の考えを発表し、 ○面積の求め方を振り返り、自分の考え以外 考 複合図形の面

話し合う。 の方法があることに気付き、その解き方を 積を図に補助線

理解させる。 を入れて考える

ことができる。



10 ・大きい長方形から小さい長方形をひく。 （ノート、観察）

12× 10=120

分 5× 4＝ 20

120-20=100

A100㎠

・２つの長方形に分ける。（縦分割）

12× 6=72

7× 4=28

72+28=100

A 100㎠

・２つの長方形に分ける。（横分割）

5× 6 =30

7× 10=70

30＋ 70=100

A 100 ㎠

○補助線をひいてどのような図形にしたかを問

いかけたり、面積を求めた長方形を指し示す

よう促したりして、長方形の面積の求め方を

使うことにより面積を求められたことを捉え

られるようにする。

７ 本時のまとめをする。 ○階段型の面積の求め方について、児童の言

・ のような形でも、長 7 葉をもとにまとめる。

方形に分ければ面積が求 まとめ

められる。 分 のような形でも、長方形を作れば、

面積が求められる。

８ 適用問題に取り組む。 ○複合図形の求積方法の定着をたしかめる。

5 ○長さが明記されていないところについては、

全体で確認する。

分 ○補助線の引き方を話し合わせて、求積方法の

見通しを持たせる。

９ 本時のふり返りをす ○本時をふり返り、わかったことや解決できた

る。 ことなどを書く。

・いくつかの長方形に分 3

けたり、大きな長方形

から引いたりすれば面 分



積が求められる。

・長方形の面積の公式を

使えば求められる。

板書計画

11月 2日（水） P141 自分の考え まとめ のような形でも長方形

12× 10=120 を作れば面積が求められる。

12× 10=120 5× 4=20

A 120㎠ 120 -20=100 ふり返り

A 100㎠

ひく 大－小

問題 のような形の面積を求 ４

めましょう。 12× 6=72 ５×８＝４０

7× 4＝ 28 ２×３＝６

めあて 面積はどうしたら求められ 72+28=100 ４０－６＝３４

るでしょう。 分ける（たて） A 100㎠ A３４㎠

見通し 5× 6=30

・線を引いて長方形を作る。 7× 10=70

・大きな長方形から 30+70=100

小さな長方形をひく。 A 100㎠

分ける（横）







＜しっかりコース＞
於：４年Ａ組教室 指導者 降幡 茂美

授業の視点

長方形を組み合わせた図形の面積の求め方の見通しをもたせる場面で、求積に必要な既習事項

を問いかけたり話し合わせたりすることは、求積方法を見いだしたり説明したりするために有効

であろう。

１ 指導方針

○問題解決の見通しがもてるようにするために、自力解決の前に既習事項の確認や解決方法について

話し合う時間を設ける。

○児童一人一人が自力解決に意欲的に取り組めるように、考える時間を十分に確保するとともに、机

間支援でノートの記述内容を把握し、それぞれの実態にあった助言を行うようにする。

○集団解決の場で自分の考えを分かりやすく説明したり、考えを深めたりできるように、書画カメラ

を使ってみんなの前で発表する機会を多く設定するとともに、何を投影するかを吟味する。

○授業の終末の「振り返り」では、その時間の学習内容に即した振り返りができるように、振り返る

視点を絞った声かけを行う。

○児童がノートを活用しながら既習事項を振り返ったり、ノートに記述しながら考えを深めたりする

ことができるように、児童のノートと同じレイアウトで板書を行う。

○図形を操作したり、図形のどの部分を説明しているのかを分かりやすく示したりするために、書画

カメラを活用する。

○Ｌ字形のような複雑な形でも、知っている形に分けたり変形したりすれば面積を求めることができ

ることを捉えることができるように、どのように分けたのかやなぜ分けたのかを問いかけるように

する。

○複合図形の求積方法を説明する時、図と式を対応させて視覚的に捉えられるようにするため、板書

では図に番号や色分けを取り入れる。

○面積の大きさについての感覚を豊かにするために、１ c ㎡の正方形の紙を切り取ったり１㎡を教室

につくったり、１ aを校庭にかいたりするなど操作活動を多く取り入れる。

○㎡、ｋ㎡、ａ、ha などの大きな面積の単位と実際の広さを関連付けて考えることができるように、

児童の身近な土地や建物を教材として扱う。

２ 本時の学習（5/12時）

（１）ねらい 長方形の求積公式を活用し、複合図形の面積を工夫して求め、図や式、言葉を用いて

説明することができる。

（２）準備 複合図形の拡大図、児童用複合図形シール、適用問題拡大図、書画カメラ

（３）展開

学習活動 時 ○指導上の留意点 評価項目

・予想される児童の反応 間 □支援 （評価方法）



１．前時までの学習をふり

返る。 ○前時のノートを振り返ることで、長方形や正

・長方形や正方形の面積は 5 方形の面積は、公式を使って求められたこと

公式を使って求めた。 分 を確認する。

２．本時の学習課題を把握 問題

する。

・長方形や正方形でない形。

・線で長方形に分ければ面

積が求められるのではな

いか。

○公式が分からないので面積が求められないこ

とを強調し、知っている知識を使って求めら

れないかという意識をもたせ、めあてにつな

げる。

３．本時のめあてを立てる。 めあて

のような形の面積はどのように

・ のような形の面積を 求めたらいいだろう。

考える。

４．見通しをもつ。 ○求積に必要な既習事項を問いかけたり話し合

・長方形の面積の公式を使 わせたりすることにより、追究への見通しを

えばいい。 ５ もつことができるようにする。

・線で２つの長方形に分け 分 ○図形の中にどのような長方形ができるか問い

てそれぞれの面積をたす。 かけ、頭の中でイメージさせることで、長方

・大きな長方形から小さな 形の作り方は複数あることに気付くことがで

長方形の面積をひく。 きるようにする。

○一つの考え方で面積を求められたら、ほかの

求め方にも挑戦できるように、図形シールを

複数用意する。

５．自力解決をする。

（ノートに面積を求める式 ○図形シールをノートに貼り、図に補助線をか

と答え、考え方を書く。） き入れ式を書いて面積を求め、求め方の説明 考 複合図形の面

を言葉で書くことを確認する。 積を求め、図や

・縦に分けて長方形を作る。８ ○児童の見通しに沿った支援を行う。 式、言葉を用い

・横に分けて長方形を作る。分 □立式に戸惑っている児童には、図に線をかき て説明している。

・大きい長方形から小さい 入れて２つの長方形に分けることを助言する。（観察、ノート、

長方形をひく。 発表）



・３つの長方形に分ける。 □たし算を使って２つのやり方で求められた児

童には、ひき算での求め方を考えるように促

す。

□〔考え方（方法）〕を書くときは、短い言葉

で説明するよう助言する。

６．集団解決をする。 ○書画カメラを使って、代表児童が発表する。

（自分の考えた面積の求め ○代表児童の考え方を板書し、他の考え方の児

方を発表する。） 童も発表する。

（友だちの説明を聴き、自 ○いろいろな考え方を、図と式を使った説明を

分とちがう考え方はノー 聞くことによって、自分のやり方と同じかち

トに写す。） がうかを意識させながら聴かせ、理解を深め

る。

・縦に分けて長方形を作り、 ・２つの長方形に分ける。

出た答えをたす。 15 12× 6＝ 72

・横に分けて長方形を作り、分 7× 4＝ 28

出た答えをたす。 72 ＋ 28 ＝ 100

・大きい長方形から小さい A.100 c㎡

長方形をひく。 ・２つの長方形に分ける。

・３つの長方形に分ける。 5× 6＝ 30

7× 10 ＝ 70

30＋ 70＝ 100

A.100 c㎡

・大きい長方形から小さい

長方形をひく。

12× 10 ＝ 120

5× 4＝ 20

120－ 20＝ 100

A.100 c㎡

□発表の時には、図と式を対応させながら、式

の意味が明確になるような説明をするよう指

示する。

○大きい長方形から小さい長方形をひく方法が

出なかった場合は、教師から図だけを提示し、

どんな考え方ができるかを問いかける。

○見通しをもつ場面で話し合ったことをもとに、

・全ての図形で長方形を作 全ての解き方に共通していることを問いかけ

っている。 ることで、長方形の面積の求め方を使うこと

・長方形の公式を使って解 により面積を求められたことを捉えられるよ

いている。 うにする。



・計算は１回ではなくて、 ○板書の際には、図と式を関連付けて見ること

２つの式を作ってたした ができ、さらにまとめへとつなげることがで

り、ひいたりしている。 きるように、色分けや印を付けながらまとめ

ていく。

７．本時のまとめをする。 ○本時のめあてに対応した答えを児童に問いか

け、児童の言葉をもとに本時のまとめをする。

３ まとめ

・ のような形でも、長 分 のような形でも、長方形を作れば

方形を作れば面積が出る。 面積を求めることができる。

８．適用問題に取り組む。 □本時学習したことを活用して、複合図形に線

を書き入れ、いくつかの長方形に分けて考え

７ たり、ひき算を使って考えたりするよう助言

分 する。

○たす方法とひく方法の２つの解き方で解く問

題を用意し、習熟を図る。

９．本時のふり返りをする。 ○本時をふり返り、気付いたことや大切だと思

・公式がわからない形でも、２ ったこと、これからの勉強でどのように生か

長方形を作ることができ 分 していくかなどを書くように指示をする。

れば面積が求められる。

・図形に印を付けると分か

りやすい。

・今度、○○ちゃんの方法

を使ってといてみたい。

板書計画

11/2 P141 みんなの考え

めあて ・２つの長方形に分ける ・２つの長方形に分ける。

のような形の面積はどのよう 12× 6＝ 72 5× 6＝ 30

に求めたらいいだろう。 7× 4＝ 28 7× 10＝ 70

72＋ 28＝ 100 30＋ 70＝ 100

見通し A.100㎠ A.100㎠

・長方形を作って計算する。 ・大きい長方形から小さ まとめ

・長方形の面積＝たて×横の い長方形をひく のような形でも、長方形

公式を使う。 12× 10＝ 120 を作れば面積を求めることが

5× 4＝ 20 できる。

自分の考え 120－ 20＝ 100

・いろいろな求め方を考えよう。 A.100㎠ ふり返り

・みんなにわかりやすい説明を

考えよう。





＜ばっちりコース＞
於：第 1学習室 指導者 鬼形 浩

授業の視点

長方形を組み合わせた図形の面積の求め方の見通しをもたせる場面で、求積に必要な既習事項

を問いかけることは、求積方法を見いだしたり説明したりするために有効であろう。

１ 指導方針

○本コースは、学習意欲があり理解力が高い児童が多いので、自力解決の場面を多く設定し、個に応

じた手だてを用意することで、考える力を育てていく。

○既習の知識・技能を想起して課題解決への見通しを持たせることによって、主体的に考えて取り組

み、課題解決ができるようにする。

○自力解決の場面を設定したり、集団解決の場では話し合いの中でお互いの考えを練り上げたりする

ことを通して、数学的な思考力・表現力を育てていく。

○電子黒板を使ったデジタルコンテンツを効果的に活用し、図形を切り取って移動したり、ならべか

えたりする動画を見ることにより、図形の等積変形の過程をイメージさせ、理解や考え方が深まる

ようにする。

○「振り返り」を書かせることで、自己評価の機会とし、自らの成長を実感させたり、目標をもって

学習できたりするようにする。

○単元の導入では、直接比較ができないものを取り上げることによって、任意単位、普遍単位の必要

性に気付けるようにする。

○１㎠、１㎡、１ａなどの広さは、実際に正方形を作って、体験的な活動を通して広さを把握できる

ようにする。

○長方形や正方形の面積の公式を導き出す場面では、乗法を使えば便利であることに気付くようにす

る。

○複合図形の面積を求める場面では、図に線を書き込ませることによって様々な求め方を考えさせ、

数学的な考え方を育てる。

２ 本時の学習（5/12時）

（１）ねらい 長方形の求積公式を活用し、複合図形の面積を工夫して求め、図や式、言葉を用いて

説明できる。

（２）準備 電子黒板（デジタル教科書）、複合図形の拡大図(発表を黒板でまとめるときに使用)、

書画カメラ



（３）展開

学習活動 時 ○指導上の留意点 評価項目

・予想される児童の反応 間 □支援 （評価方法）

１．本時の学習課題を把握 ○教科書は閉じて学習に入る。

する。 問題

・長方形や正方形でない形。

・線で長方形に分ければ面 ３

積が求められるのではな 分

いか。

２．本時のめあてをたてる。 めあて

・ のような形の面積を のような形の面積は、どうしたら求め

考える。 られるだろう。

○本時のめあてがつかめるようノートに書く。

３．見通しをもつ。 ○求積に必要な既習事項を問いかけることによ

・学習した長方形の面積の り、追究への見通しをもてるようにする。

公式を使えばいい。 ２ □既習の長方形や正方形の面積の求め方を活用

・線で２つの長方形に分け 分 して立式することをイメージして、自力解決

てそれぞれの面積をたす。 につなげるようにする。

・大きな長方形から小さな ○いろいろな方法を考えて面積を求めることを

長方形の面積をひく。 確認する。

４．自力解決をする。 ○教科書 P249 の複合図形をノートに貼り、図 考 複合図形の面

（ワークシートに面積を求 に補助線をかき入れて面積を求め、〔考え方〕 積を工夫して求

める式と答え、考え方を を図や式、言葉を用いてかくことを確認する。め、図や式、言

書く。） 15 ○〔考え方〕は、説明を聞いた人がわかりやす 葉を用いて説明

・１㎠の正方形で分ける。 分 いようにかくことを伝える。 している。（ノ

・縦に（横に）２つの長方 ○児童の見通しに沿った支援を行う。 ート、観察）

形に分ける。 □立式に戸惑っている児童には、図に線をかき

・大きい長方形から小さい 入れて２つの長方形に分けることを助言する。

長方形をひく。 □たし算を使って２つのやり方で求められた児

・３つの長方形に分ける。 童には、ひき算での求め方を考えるように促

す。

５．集団解決をする。 ○書画カメラを使って、代表児童が発表する。

（自分の考えた面積の求め



方を発表する。）（友だち ○面積を求めるいろいろな考え方を、自分のや

の説明を聴き、自分とちが り方と同じかちがうかを意識させながら聴く

う考え方はノートに写す。） ことによって、理解を深める。

・１㎠の正方形で分ける。

・２つの長方形に分ける。 ○すべての解き方に共通していることを問いか

・大きい長方形から小さい 15 けることで、長方形の面積の求め方を使うこ

長方形をひく。 分 とにより面積を求められたことを捉えられる

・３つの長方形に分ける。 ようにする。

○時間に余裕がある時は、発表を受けて他の児

童に説明を加えてもらう。

・２つの長方形に分ける。

12× 6＋ 7× 4＝ 100

答え 100㎠

・２つの長方形に分ける。

5× 6＋ 7× 10＝ 100

答え 100㎠

・大きい長方形から小さい

長方形をひく。

12× 10－ 5× 4＝ 100

答え 100㎠

６．本時のまとめをする。 ○本時のまとめを児童に問いかけ、児童の言葉

・ のような形でも、長 をもとに本時のまとめをする。

方形に分ければ面積が出 まとめ

る。 のような形でも、長方形を作れば面積を

求められる。

10

７．適用問題に取り組む。 分 ○適用問題の図を黒板に貼る。

○適用問題に取り組み、理解を確かめる。

○いろいろな考え方で立式することを確認する。

□本時学習したことを活用して、複合図形に線

を書き入れ、いくつかの長方形に分けて考え

ることを話す。



８．本時の振り返りをする。 ○本時を振り返り、わかったことや感想などを

・四角形でなくても、長方 書く。

形に分ければ面積が求め

られる。

・友だちにわかるように考

え方の説明を書いた。

板書計画

11月 2日(水)P141 気をつけること 自分の考え みんなの考え

めあて のような形の面積は、 ・いろいろなやり方で求めよう。 ・２つの長方形に分ける。

どうしたら求められるだろう。 ・みんなにわかりやすい説明を 5× 6＋ 7× 10＝ 100

考えて書こう。 答え 100㎠

見通し

・線を引いて、長方形に分けて考 ・２つの長方形に分ける。

える。 12× 6＋ 7× 4＝ 100

・長方形の面積＝たて×横の公式 答え 100㎠

を使う。

(式) 5× 8＝ 40 2× 3＝ 6 ・大きい長方形から小さ

まとめ のような形でも、長方 40－ 6＝ 34 答え 34㎠ い

形を作れば面積を求められる。 (式) 5× 2＝ 10 5× 3＝ 15 長方形をひく。

3× 3＝ 9 10＋ 15＋ 9＝ 34 12× 10－ 5× 4＝ 100

答え 34㎠ 答え 100㎠

ふり返り



児童のノート計画


